2021 年度

ニュービジネス助成金制度
【 募集要領 】

募集期間：2021 年 8 月 2 日（月）～2021 年 10 月 20 日（水）
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池田泉州銀行は、以下の要領で「ニュービジネス助成金」への応募プランを募集いたします。

１．制度の目的
新規性／独創性にあふれたビジネスプランの構築を目指す企業・起業家に対して、ビジネスプラ
ンの実現・成長をサポートすることにより、新産業・新市場の創出を促進し、地域社会の発展に貢
献することを目的とします。

２．応募資格


以下の全てを満たす方
① 関西（大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県、奈良県、滋賀県）に主たる事業所を置くこと
もしくは今後関西経済圏への進出を計画していること
② 新規性・独創性に富んだビジネスプランを有し、自らまたは他の企業と連携して事業化
することを目指す法人（大企業およびそのグループ企業等を除く）、または起業家等の
個人

３．募集部門


応募プランにおけるビジネスモデルに基づき、下記いずれかの部門をお選びください。
（部門毎に選考を実施いたします。）



「地域ブランド部門」を、地域の資源・特性※を活用し、地域・社会の課題解決に資するプラン
を対象とする「地域ソリューション部門」に改称いたしました。
※

モノ、サービス、人材など



なお、お申込みいただいた部門は、事務局の判断により変更させていただく場合がございま
す。予めご了承ください。
募集部門

主な対象

ものづくり

先端分野のものづくりに関するプラン

ヘルスケア

医療・健康・福祉・介護等に関するプラン

ICT
環境・エネルギー

IT・IoT・AI・ビッグデータ等を活用したプラン
環境負荷の低減や未来社会のエネルギーフロー実現を目指すプラン
地域の資源・特性を活用し、地域・社会の課題解決を図ることで地域の

地域ソリューション

ブランド化に資するプラン
（観光、食、域内循環、雇用、働き方改革、規制緩和、ブランド化 等）
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（部門選択の例） コアとなる要素に基づき選択してください。
＜例１＞ ロボット関連プランで「ロボットの製造技術」に強みを有する ⇒ ものづくり部門
＜例２＞ ロボット関連プランで「ロボットを用いた診療方法」に強みを有する ⇒ ヘルスケア部門
＜例３＞ ロボット関連プランで「ロボットを通じたデータ収集・活用」に強みを有する ⇒ ＩＣＴ部門

４．助成内容


各賞の助成金支給額は以下の通りです。
＜大

賞＞ 1 プラン

300 万円

＜優秀賞＞ 部門毎、複数プラン 100 万円
●その他、奨励賞

５．オープンイノベーション賞


サポート企業との共創によるイノベーション創出を目的とした賞です。サポート企業により、事
業化に向けたサポートの提供をいたします（サポート企業は追加される可能性があります）。
サポート企業

サポート例 （各プランの内容に添い決定します）

岩谷産業株式会社

事業化に向けた協働や実証支援等の検討

エネサーブ株式会社

事業化に向けた協働や実証支援等の検討

塩野義製薬株式会社
日本生命保険相互会社
阪急阪神不動産株式会社
ロート製薬株式会社
有限責任監査法人トーマツ／デロイト
トーマツ ベンチャーサポート株式会社
WeWork Japan 合同会社

事業化に向けた協働の検討、または、
専門部署によるメンタリング
事業化に向けた協働やビジネスマッチングの支援
実証実験に向けた検討会の開催、または、
会員制オフィス「GVH#5」の利用権
事業化に向けた協働や実証支援等の検討
事業化に向けたメンタリングプログラムの提供
フレキシブルオフィス専用デスクプランの短期無償
トライアル

なお、オープンイノベーション賞への応募（サポート企業への情報提供）を希望されない場合
は、web エントリーフォームのチェック欄にチェックしてください。


本助成金の審査員による審査とは別に、各企業が独自の選考に基づいて提供されます。
各賞において「該当者なし」の場合もございますので、予めご了承ください。
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６．応募方法


弊行ホームページの「助成金 web エントリーボタン」より、web エントリーをお願いします。
ニュービジネス助成金エントリー



https://www.sihd-bk.jp/houjin/chiikiokoshi/newbusiness.html

web エントリーが完了しましたら、web エントリー完了メールがご登録のメールアドレスに届き
ます。web エントリー完了メール内には「受付番号」が付与されております。



所定の申込書に必要事項を記入の上、添付書類とともに、事務局宛に E メールにてご応募く
ださい。応募締切：2021 年 10 月 20 日（水）（午後 5 時必着）

応募先 E メールアドレス ： senshin@sihd-bk.jp



メールの標題には、「受付番号●● 2021 年度ニュービジネス助成金 申請者名●●」と必
ずご記入ください。



提出書類
① 申込概要書・申込書 （所定の書式）
※申込概要書 2 頁、申込書 8 頁以内（追加資料含む） 合計 10 頁以内に要約して
ご記入ください。
② 直近 2 期分の決算書の写
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書）
③ （法人の場合） 登記簿謄本または履歴事項全部証明書
（個人の場合） 氏名、住所、生年月日が確認できる本人確認資料の写
④ （許認可が必要な業種の方のみ） 公的機関からの認定書の写



①から④の提出書類は、できる限り 1 つのファイルにまとめてください。またファイル名は
「受付番号●●_申請者名●●」としてください。



ファイル形式は PDF 形式を推奨いたします。また、E メール送信に際して、ファイル容量は
10MB 内に収めてください。



申込書は、当行ホームページよりダウンロードしてください。
https://www.sihd-bk.jp/corporation/collaboration/subsidy/



応募の受付後、受付確認の旨メール返信いたします。応募後、2 営業日以内に返信がない
場合は、お手数ですが事務局までご連絡ください。

※ 記入にあたっての注意事項
・

申込に際しては、当行所定の申込書書式を使用してください。

・

申込書の通しページを申込書下中央部に記載ください。

・

申込書は A4 サイズ、日本語で作成ください。

・

申込書左側には 15mm 以上の余白を設けてください。

・

申込書には必要事項を簡潔に記述ください。
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７．募集期間
2021 月 8 月 2 日（月）～ 2021 年 10 月 20 日（水）

※午後 5 時必着

８．選考方法


部門毎に外部の有識者、およびオープンイノベーション賞の提供元となる企業による選考を実
施いたします。
＜一次選考＞ 書類選考
＜二次選考＞ 一次通過者に対する質疑応答、プレゼン選考
（池田泉州銀行本店ビル（大阪市北区茶屋町 18-14）にて実施予定）

９．選考基準
主な選考基準は以下の通りです。
評価項目
新規性
独創性
市場性
事業化可能性
その他

主な内容
ビジネス（モデル・プラン）・技術の新規性
ビジネス（モデル・プラン）のオリジナリティ
（既存ビジネス・技術の新たな組み合わせを含む）
ターゲットとする市場の規模・ポテンシャル
既存ビジネスや市場に対する波及効果、需要・価格の見通し など
事業計画の妥当性、実現力（実施体制／経験の有無／意欲 等）
事業化の早期実現可能性、市場ルート など
地域への貢献、本助成金活用による成長性、
新型コロナによる社会変化への対応 など

１０．採択プランの発表


2022 年 2 月（予定）に、採否を通知いたします。
なお、2022 年 3 月に授与式を開催する予定です。

１１．助成金の支給方法


助成金支給の振込先は、原則当行本支店口座とさせていただきます。
（口座をお持ちでない場合は、採択決定後に口座開設いただきます）
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１２．その他


申込内容に虚偽があった場合、選考いたしません。また、採択決定後であっても、採択・
交付決定を取り消します。



代表者（代表者、法人でその役員（業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に
対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を
有するものと認められる者を含む））について、暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある
ことが判明した場合、選考いたしません。また、採択決定後であっても、採択・交付決定を
取り消します。



ご提出いただいたデータは、選考結果の如何にかかわらず返却いたしませんのであらか
じめご了承ください。
以 上
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重要事項 （必ずお読みください）
機密情報ならびに個人情報の取扱いについて
1.

応募プランの知的財産権については、申込者に帰属します。ただし、特許・実用新案
権、企業秘密やノウハウなどといった情報の法的保護など、権利の保全については
申込者の責任で行うものとします。

2.

本助成金の選考結果（申込者名、住所、応募プラン名）については、公表いたします。

3.

各賞の選定にあたり、ご提出いただいたデータ（個人情報を含む）を、審査を担当する
外部有識者ならびにオープンイノベーション賞の提供元となる企業と共有いたします。
オープンイノベーション賞への応募（特定の提供企業への情報提供）を希望されない
場合は、web エントリー時に所定欄にチェックしてください。また、採択された方の応募
内容については、採択後の支援に係わる後援機関や上記の企業と共有することがあ
りますのでご了承ください。個人情報を共有する場合、当該個人データの管理は当行
が責任を持って行います。

4.

申込者の個人情報や応募情報は、法令に定めのある場合やご本人が同意している
場合（上記 2．3．を含む）を除いて、目的外利用や第三者への提供は行いません。

＜お問合せ・ご応募先＞
池田泉州銀行 地域共創イノベーション部 助成金事務局
〒530-0013 大阪市北区茶屋町 18-14
E-mail： senshin@sihd-bk.jp
（お問合せ時のメール様式）
様式：●題名：ニュービジネス助成金 質問
●本文：①申込者名（法人の場合は会社名）
②担当者名
③連絡先（電話番号、E-mail アドレス）
④質問事項
（箇条書き等、簡潔な内容でお願いいたします）
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